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──網膜循環は糖尿病網膜症と、どのような関係が
あるのでしょうか？
　網膜は人体で最も酸素消費量が多い組織であり、
網膜細小血管は網膜の栄養や代謝産物の除去を担っ
ています。糖尿病の特異的合併症は全身の細小血管
障害とされ、網膜症はその典型と言えます。ですか
ら網膜細小血管の障害を評価することで網膜症とい
う病態の本質がわかると考えられます。我々はその
手段として、特に循環障害に着目しています。

──どのように網膜循環を測定するのでしょうか？
　古くから網膜の動脈と静脈の径の比を求めて循環
動態を推測するという手法が存在します。ただ、血
流量は〔血管径と血流速度の積〕で規定されるもの
なので、この手法では血流量の評価はできません。一
方、我々が用いている眼科用レーザードップラー血
流計は、20年以上前に発売された機器ではあるもの
の、血管径と血流速度を測定でき血流量を絶対値と
して把握できます。たいへん重宝しているのですが、
保険償還が付かなかったこともありあまり普及せず、
既に販売が中止されています。いまこれを使って網
膜循環を研究できるのは世界でも我々を含めて数施
設という状況です。
──糖尿病網膜症の患者さんは実際に網膜循環が障
害されているのでしょうか？
　はい。我々は日本人2型糖尿病患者を対象とする
検討で、単純網膜症レベルであっても健常者に比し
て有意に網膜血流が低下していることを報告してい
ます（図1）。横断研究ではありますが、この検討で
特に強調したい点は、2型糖尿病患者では網膜症の
ない段階であっても既に、有意に網膜血流が低下し
ているという点です。
　現在、眼底検査で単純網膜症の所見が認められた
時に初めて「網膜症あり」と診断していますが、そ
れより以前に網膜循環は異常を来している患者さん
が存在するということです。
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単純網膜症のない段階で、
既に、網膜の血流量が低下している
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糖尿病網膜症・
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図1	糖尿病網膜症の病期と網膜血流量の関係
日本人２型糖尿病患者の網膜血流量を健常者と比較したところ、
単純網膜症のない段階で既に有意な低下が認められた。

〔Nagaoka T, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 51: 6729-6734, 2010より作図〕
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　となると、その段階を早期診断し網膜循環を改善
できれば糖尿病網膜症の予後がもっと良くなるので
はないか、という治療戦略がみえてきます。
──しかし、限られた施設でしか測定できないとい
う点がネックでは？　
　多くの方から同じ指摘を受けます。そこで我々は
今、企業と協力しOCT技術を利用した新しい網膜
血流測定装置（ドップラーOCT）を開発しており、
もう一歩のところまできています。また最近臨床応
用されたものとして、OCTアンギオグラフィがあり
ます。これは測定結果が絶対値で示されず、あくま
でも定性的な評価にとどまりますが、血流信号の有
無から血管像を得ることにより、非侵襲で繰り返し
評価できます。蛍光眼底検査と異なり造影剤が必要
ないこともメリットです。現在急速に普及しつつあ
り、眼科領域のトピックの一つになっています。
　このような機器により網膜循環を評価することが
臨床に定着すれば、そこから得られる情報は飛躍的
に増えることでしょう。そして網膜症への介入法も
大きく変化してくるのではないかと思います。

──単純網膜症の発症よりも先に網膜循環が低下し
ているのであれば、病期分類にステージを一つ追加
するという話になってきますね。　
　そうかもしれません。眼底検査で点状出血や毛細
血管瘤が認められるようになるまで「単純網膜症」
と診断できない現状は、テクノロジーの限界による

ものだと言えます。
　そもそも網膜血管から自然に出血するという現象
は正常であればまず起こらない、極めて異常な血管
障害を反映しています。疾患としてとても‘単純 ’と
言えるような状態ではありません。そのような所見
が診られるようになるよりずっと前から病的な変化
が起きていると考えるほうが妥当です。
　同じ糖尿病の合併症でも内科領域では、例えば腎
症について、微量アルブミン尿を測定できるように
なったことで「早期腎症」というカテゴリーが定着
し、早期診断・治療に大きく寄与しています。それ
により、かつて腎症は不可逆的であり発症後の治療
目的は進行抑制とされていたものが、近年では改善
や寛解を目指すようになりつつあると聞いています。
　ところが眼科医の実感として、網膜症が寛解する
という概念はまだ馴染みがありません。それだけ眼
科医は、網膜症の長い経過の末期に近い期間にしか
病変を検出できていないのかもしれません。

──単純網膜症よりもさらに前に網膜症を診断した
として、どのような治療介入が想定されますか？　
　我々はやはり網膜循環という視点から研究を重ね
ていて、基礎実験では網膜血流を増加させる薬剤を
複数見出しています。それらは既に内科臨床で広く
用いられている薬剤ですから、適応があれば今すぐ
にでも処方が可能です。ただ、眼科医にとって実際
に処方するハードルは全身への副作用の問題もあり、
低くありません。
──網膜循環を改善する薬剤がわかっていても、眼
科では処方できない？　
　眼科医が使いやすいように投与経路を点眼に変更
したとしても、点眼では有効濃度の薬剤を網膜に到
達させることは難しいと思います。結局、内服とい
うことになり、現実的には内科の先生方の処方に頼
らざるを得ません。
　しかも現状において糖尿病患者さんが眼科医に送
られてくるのはレーザー治療等、侵襲的治療が必要
になってからのことが多く、予防的介入の機会を逸
していることが少なくありません。それだけに我々
としては内科の先生方に網膜循環改善の意義をご理
解いただけるよう、情報を積極的に発信していく必
要があると感じています。

OCT : optical coherence tomography

網膜症の初期に介入できるのは内科医。
内科の先生方には薬剤選択の際、ぜひ
網膜循環への作用も意識していただきたい

網膜血管の出血がある状態を
 ‘単純’ 網膜症と呼ぶが、より早期に介入し、
腎症のように寛解を目指す治療戦略が
網膜症にも必要ではないか
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図2B	FIELDにおける糖尿病網膜症レーザー治療に対する影響
FIELD対象患者全例について、治療群の割付を知らされていない眼科医が
黄斑浮腫、増殖網膜症、その他の眼疾患に対して施行されたレーザー治療の
医療記録を再評価し、治療理由を判定。

図3	ACCORD–Eyeにおける糖尿病網膜症進行への影響
ＡＣＣＯＲＤ-Eyeは、２型糖尿病患者に対する血糖・血圧・脂質の強化療法の効
果を検証したＡＣＣＯＲＤの対象10,251例のうち、登録時の眼底写真記録が
あるなどの条件を満たし、４年間追跡し得た2,856例を対象に行われたサブ
スタディ。上図はそのうち、脂質管理試験の結果で、シンバスタチンをベース
に強化療法群はフェノフィブラート160mg/日を併用し、ＥＴＤＲＳ分類３段
階以上の進行、レーザー光凝固または硝子体手術の施行で網膜症の進行を
定義してその頻度を比較した。

図4	ブタ網膜摘出血管に対するフェノフィブラートの影響

ブタ網膜摘出血管にフェ
ノフィブラートを臨床用
量での血中濃度に相当す
る３ｎＭ～30μＭ添加し、
血管径の拡張率を検討。
初回の添加および30分
間のウォッシュアウト後の
２回目の添加で、用量依
存性の血管拡張が観察さ
れた。なお、ＮＯ合成阻害
薬の前投与や内皮デナベ
ーション後の検討では拡
張率が減少した。

〔FIELD study investigators. Lancet 370（9600）: 1687�1697, 2007より作図〕

図2A	FIELDにおけるフェノフィブラートの血清脂質改善効果
軽度の脂質代謝異常を有する2型糖尿病患者9,795例に対し、プラセボま
たはフェノフィブラート200mg/日を投与し5年間（中央値）追跡。フェノフ
ィブラート群はプラセボ群と比し、すべての血清脂質関連パラメータが有意
に改善していた。安全性に関しては、試験期間中の脱落率はフェノフィブラ
ート群11％、プラセボ群10％であり、重篤と思われる有害事象の発症頻度
はそれぞれ0.8％、0.5％であった。

〔FIELD study investigators. Lancet 366（9500）: 1849–1861, 2005より作図〕
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〔Omae T, Nagaoka T, et al. 
Invest Ophthalmol Vis Sci 53: 
2880-2886, 2012〕
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──網膜循環改善作用がある既存薬とは、具体的に
はどのような薬剤でしょうか？　
　ブタ網膜摘出血管を用いた我々の検討では、シン
バスタチン、フェノフィブラート、ピオグリタゾン
などの有意な血管拡張作用を確認しています。スタ
チンについてはシンバスタチン以外にもテストして
いますが、面白いことに網膜血管には何の変化も起
こさないものもあり、シンバスタチンでみられた作
用は決してスタチンのクラスエフェクトというわけ
ではないようです。
　フェノフィブラートについてはFIELD（図2）と
ACCORD–Eye（図3）という二つの大規模スタデ
ィで網膜症の有意な抑制が報告されていて、我々の
基礎研究の結果と矛盾しません。フェノフィブラー
トによる網膜血管拡張作用は用量依存的で、NO合
成阻害薬の前投与や血管内皮剝離モデルでは減弱し
ます（図4）。よって同薬は内皮由来のNO産生を刺
激する経路で網膜循環を改善し、それが大規模スタ
ディの結果の一因ではないかと推測しています。

── FIELDでは網膜症だけでなく、黄斑浮腫に対し
ても、フェノフィブラートの影響が報告されていま
す。それはどのように説明されるのでしょう？　

　確かに網膜症は循環障害が主因とされているのに
対して黄斑浮腫は血管透過性亢進が主因であり、そ
うであればFIELDでフェノフィブラートが黄斑浮
腫をも抑制した背景を、循環改善だけで説明するの

一部のスタチンやフィブラートで
認められる網膜循環への影響は
クラスエフェクトではない可能性も

細小血管内皮機能を改善することが
血管透過性亢進を抑制し、
黄斑浮腫の改善にもつながる

FIELD : fenofibrate intervention & event lowering in diabetes
ACCORD : the action to control cardiovascular risk in diabetes
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図5	糖尿病黄斑浮腫と中心窩脈絡膜血流量の関係
日本人２型糖尿病患者の中心窩脈絡膜血流量は健常者に比して
低下しており、黄斑浮腫のある患者ではより著明に低下していた。

〔Nagaoka T, et al. Be J Ophthalmol 88: 1060-1063, 2004より作図〕
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P<0.001は困難に思われます。しかし、黄斑浮腫の病態にも
やはり循環障害の関与があるとも考えられます。
　黄斑部の中心窩網膜は無血管で脈絡膜循環によっ
て栄養されていますので、我々は特殊な装置で中心
窩脈絡膜の血流を調べてみました。すると黄斑浮腫
の出現に伴い血流量の低下がより顕著になることが
わかりました（図5）。血流量低下は内皮のNO産生
低下を示唆していて、それはつまりバリア機能も含
めた内皮機能全般が障害されていることを反映して
いるものと考ています。
──網膜循環障害と血管透過性亢進は別々に起きて
いるものではないということでしょうか？　
　詳細なメカニズムはまだ不明な点が少なくありま
せんが、我々はまず内皮機能の低下がプライマリー
にあり、そこから血流低下とバリアの破綻が起きて
くるのではないかと考えています。内皮機能の改善
が薬剤で得られれば血管透過性亢進もある程度防げ、
黄斑浮腫も抑制できるのではないかと考えます。
　ただ、フェノフィブラートについて言えば、同薬
はACCORD–Eye でシンバスタチンへの上乗せに
より有意な網膜症の進展抑制が示されました。双方
の薬剤ともに脂質改善薬であり、かつ、さきほど述
べたようにシンバスタチンにも網膜循環改善作用が
あることから考えると、フェノフィブラートの網膜
や黄斑に及ぼす影響は脂質低下や循環改善だけでな
く、それらとはまた別の機序、例えば抗炎症や抗酸
化などを含む多面的作用がトータルで影響している
可能性もあります。

──網膜循環からのアプローチは、網膜症の早期か
ら行うほど効果が期待できそうですね。　
　はい。細小血管内皮機能を改善する薬剤は、虚血
や浮腫が顕著になる前の段階でより効果を発揮する
と思います。もちろん厳格な血糖コントロールが大
前提ですが、眼科医が光凝固や硝子体手術を行うよ
りもずっと以前に用いるべきです。となると先ほど
の話に戻り、やはり内科の先生方に「網膜循環につ
いても意識していただきたい」というお願いになり
ます。一例を挙げると、脂質異常症を併発した糖尿
病患者さんの脂質に介入するのであればシンバスタ
チンやフェノフィブラートを考慮していただくとい
ったことです。

　もちろん眼科医も内科と連携し、もっと早期から
予防的治療に関与していかなければなりません。網
膜症の外科的治療は確かに著しく進歩し、我々の所
に送られてきた進行した段階からでもレーザーや硝
子体手術で失明を免れ得るケースが増えていますし、
黄斑浮腫に対する抗VEGF薬の登場で視力改善が
できる時代になりました。しかし、網膜の生理や黄
斑浮腫の懸念を考慮するなら当然、レーザーで網膜
を凝固する範囲や回数は少ないほうがよく、また医
療コストを無視できない昨今、早期予防的介入によ
り高価な抗VEGF薬の投与も減らせる可能性があ
ります。
──ドップラーOCTが登場すれば、眼科 � 内科の連
携の推進にも役立つのでは？　
　そうなることを期待しています。網膜循環の定量
的評価が可能になれば眼科と内科の‘共通言語’がで
き、眼底所見だけで病期分類している現状より格段
にディスカッションが深まると思います。今でも網
膜症と心血管疾患や腎症が相関することがトピック
になっていますが、それらの関係もより詳細に検討
できるようになるでしょう。臨床において、網膜循
環を定期的に検査しその推移から網膜症以外の合併
症リスクを数値で内科医に伝えるということも、眼
科医の新たな役割になるかもしれません。
　血管を直視できる唯一の方法として長い歴史のあ
る眼底検査ですが、前述のドップラーOCTなどの
新しいテクノロジーにより「網膜から全身を診る」
ことの意義を一段と進化させて、新たなエビデンス
を構築していきたいと思います。そのためにも内科
の先生方とより密に情報共有させていただくことが
重要と考えています。

◆巻頭インタビュー

網膜微小循環の定量的評価を眼科と
内科の‘共通言語’にして血管合併症の
エビデンスを集積していきたい
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　糖尿病とうつ病を併発すると、
認知症のリスクが 2 倍になるとす
るワシントン大学の研究者らによ
る論文がJAMA Psychiatry に掲
載された。認知症のないデンマー
ク人約 240 万人以上を対象とし
たコホート研究の結果で、2007
年から 2013 年の間に 2.4％が認
知症を発症。糖尿病患者の認知症
発症頻度は対照に比し 20％、うつ
病患者では 83％高く、両者を併発
している場合は 117％高かった。

　糖尿病患者のうち眼科を未受診
の患者が 22.6％を占めるという
データが発表された。バイエル薬
品と参天製薬がインターネットを
用いて患者 1,000 人を対象に行
った調査によるもの。眼科を未受
診の理由としては「糖尿病治療医
から眼科を受診するように言われ
なかったから」が 48.5％と半数近
くを占め、内科医からの眼科受診
勧奨が十分でない現状が浮き彫り
になった。

　米国心臓病学会の心血管疾患リ
スクに関するガイドライン改訂を
受け、コレステロールの摂取制限
が廃止されたことが国内で大きく
報道され「コレステロールは控え
なくてよい」との解釈が拡大して
いることに関し、日本動脈硬化学
会は注意を喚起する声明を発表し
た。声明では、摂取制限が不要な
のはあくまで健常者であり、脂質
異常症であればコレステロールや
飽和脂肪酸の摂取に注意が必要と
している。

　日本糖尿病学会は第 3 次「対糖
尿病 5 ヵ年計画」を発表。2010
年に策定した第 2 次計画が一定の
成果を上げたことから、新たな５
年間の目標を掲げた。糖尿病先端
研究の結実、超高齢化社会に向け
た基盤整備、包括的データベース
によるエビデンス構築、将来の糖
尿病対策を担う人材育成、国民へ
の啓発と情報発信を柱としている。

　経済団体、保険者、自治体、医
療関連団体等が連携し、厚労省、経
産省が協力のもと、健康寿命延伸
と医療費適正化を目指す民間組織

「日本健康会議」が発足した。日本
糖尿病学会会長・門脇孝氏も実行
委員メンバーの一人。同会議は発
足にあわせ、保険者と連携して健
康経営に取り組む企業を 500 以
上にするなどの 8 項目からなる

「健康なまち・職場づくり宣言
2020」を発表した。

　国立循環器病センターなどが行
っている多目的コホート研究であ
る JPHC 研究から、HbA1c が 5
％未満と低値を示す群も心血管疾
患リスクが高いことが報告された。
HbA1c 5.0 ～ 5.5％を基準とする
と、年齢、BMI、血圧、nonHDL–
C 等で補正後の心血管疾患ハザー
ド比は HbA1c 6.5％以上で 1.77、
既知の糖尿病がある場合は 1.81
であり、5.0％未満でも 1.50 と高
値を示した。虚血性心疾患、脳梗
塞、脳出血に分けて解析すると、後
二者において HbA1c 低値でのリ
スク上昇が顕著だった。

　こちらも前の記事と同様に
JPHC 研究からの報告で、糖尿病
患者の死亡リスクを調べたもの。
糖尿病（自己申告による）群の総
死亡のハザード比は男性 1.60、女
性 1.98 だった。循環疾患による
死亡は同順に 1.76、2.49、がん
は 1.25、1.04 だった。また、よ
り古い時代に糖尿病と診断されて
いた者ほど、そして、年齢が若い
者ほど、糖尿病による死亡リスク
の上昇が顕著なことがわかった。

　英国糖尿病学会より、糖尿病患
者の 42％は自分の治療に自信を
もっていないとの調査が発表され
た。‘ 糖尿病デー ’ のイベントに参
加した糖尿病患者 2,722 人を対
象に質問した結果。

　基礎インスリンを使用している
患者の 33.4％が直近の 3 か月以
内に低血糖を経験しており、低血
糖を起こした場合に「必ずしも医
師へ話さない」患者が 43.9％に上
ることが、サノフィが実施した患
者調査で明らかになった。

　脳心血管病予防の総合的管理に
活用可能なツールが策定された。
日本内科学会や日本循環器学会、
日本糖尿病学会、日本医学会、日
本医師会など 14 の学会・団体が
共同し作成したもので、各学会ガ
イドラインのエッセンスが集約さ
れ体系立てコンパクトにまとめら
れている。日本内科学会のサイト
からダウンロードできる。

DIABETES NEWS
糖尿病とうつの併発により
認知症リスクが2倍に

内科医から糖尿病患者への
眼科受診勧奨は不十分

「コレステロール摂取制限は
不要」との誤解に注意喚起

第3次「対糖尿病5ヵ年計画」
糖尿病学会が発表

日本健康会議が発足
医療費適正化などを目指す

心血管疾患リスクとしての
HbA1ｃがJカーブを描く

糖尿病による循環器疾患の
死亡リスク、女性は約2.5倍

4割以上の糖尿病患者が
「治療に関する自信がない」

低血糖を「必ずしも医師へ
話さない」患者が4割超

「脳心血管病予防に関する包括
的リスク管理チャート」策定
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　糖尿病の網膜症と腎症の発症率
や進行レベルが相関することが近
年報告されている。しかし、網膜
症の病期にかかわらず発症し得る
黄斑浮腫と腎症との相関は明らか
でない。国際医療福祉大学熱海病
院眼科の田

た

野
の

貴
たか

俊
とし

氏らは、2013年
10月からの3か月間に北里大学病
院の眼科と内科をほぼ同時期に受
診し網膜厚を測定されていた 28
例の中心窩網膜厚と尿アルブミン
排泄率（ACR）との相関を後方視
野的に検討した。主な患者背景は、
年齢60.4 ± 15.5 歳、HbA1c 7.6 ±
1.3％、中心窩網膜厚 271.3 ± 94.4
μm、ACR 66.5±101.8g/gCr。眼
科治療歴のある者や糖尿病以外の

アルブミン尿を呈する疾患を併発
している者は除外した。
　検討の結果、中心窩網膜厚と
ACRは正相関することが確認さ
れた（R2 ＝0.44）。目的変数を中心
窩網膜厚、説明変数をACR、年齢、
性別、HbA1c、LDL–C、HDL–C、
血清クレアチニン、BUN、Hb、高
血圧の既往とし、単回帰・重回帰
分析を行うと、いずれにおいても
ACRのみが有意な因子だった。
　両者が相関する理由として田野
氏は、網膜および糸球体毛細血管
は構造的に似ていることに加え、
高血糖による虚血やVEGF等サ
イトカインの影響で血液網膜関門
が破綻し、網膜が糸球体により近
い状態になるのではないかと考察。
眼科での黄斑浮腫診断を契機とし、
内科での腎症早期発見につなげら
れるのではないかと述べた。

　糖尿病は心血管疾患のリスク因
子ではあるが、血糖管理によりリ
スクが低下するとのエビデンスは
未だ少ない。順天堂大学医学部循
環器内科の田

た

村
むら

浩
ひろし

氏らは、PCI後
の長期予後とHbA1cとの関連を
検討。2000 年 1月から 2010 年 2
月に同院でPCI を施行した連続
3,579例を対象とし、MACEをエ
ンドポイントとする後方視野的観
察研究を行った。観察期間は平均

　熊本大学大学院生命科学研究部
薬物治療学分野の梶

かじ

原
わら

彩
あや

文
み

氏らは
これまでに、女性糖尿病患者は男
性患者に比し網膜症進展リスクが
高いことや、腎機能低下に対する
血糖以外のリスク因子として女性
では脂質が重要であることを報告
している。今回、心血管疾患の残
余リスクとして注目されている
TGと性差に着目した検討結果を
発表した。糖尿病専門病院である
陣内病院を初めて受診した2型糖
尿病患者のうち初診時に 65歳未
満だった680例（透析症例は除外）
を対象とする後向き縦断研究で、
平均観察期間は5.8 ± 3.4 年。
　まず、冠動脈疾患の累積発症率
を、年齢、HbA1c、収縮期血圧、
non HDL–C、尿蛋白、喫煙歴、過
体重で調整し比較すると、女性は
男性より有意にリスクが上昇して
いた（HR 1.71，p＝ 0.046）。Cox
回帰分析により、有意な冠動脈疾
患危険因子として男性ではLDL–
C、収縮期血圧が、女性ではTG、
収縮期血圧、尿蛋白、喫煙歴が挙
がった。特にTGは男性に対する
ハザード比が3.61であり、女性の
冠動脈疾患に強く影響することが
示された。また各検査値の経年的
な変化をみると、女性の現喫煙者
において初診から 2年目以降に

1,723日、MACEは全死亡、ACS、
再血行再建術で定義した。
　結果だが、まず糖尿病群（n＝
1,573）と非糖尿病群（n＝2,006）の
MACE発生率をカプランマイヤ
ー法で比較すると、糖尿病群は有
意にイベント発生率が高いことが
確認された（p＜ 0.0001）。しかし、
糖尿病群を入院時のHbA1cで四
分位（第一分位は6.4％未満、第四
分位 7.8％以上）に分けた検討で
は、MACEの発生率（p＝0.615）
や全死亡（p＝0.659）に、群間差は
なかった。多変量Cox回帰分析で
MACEに関連する因子を検討す

ると、年齢、ACSの既往、高感度
CRP高値、インスリンの使用が抽
出されたが、HbA1cは有意でなか
った（HR 1.00，p＝0.924）。
　以上より田村氏は、「糖尿病患者
では心血管イベントが多発するに
もかかわらず、HbA1cと PCI 後
のアウトカムは相関しない」と結
論した。

ACR : albumin creatinine ratio MACE : major adverse cardiovascular events
ACS : acute coronary syndrome JCDM : japan cholesterol and diabetes mellitus study

【2015年3月6日～8日・東京】
会長  ： 西葛西・井上眼科病院院長、東京女子医科大学名誉教授 堀貞夫氏

第20回日本糖尿病眼学会総会

糖尿病黄斑浮腫における
中心窩網膜厚と
アルブミン尿の関係

一般演題（口演）

【2015年4月24日～26日・大阪】
会長  ： 熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学教授、国立循環器病研究センター副院長 小川久雄氏

第79回日本循環器学会学術集会

Glycosylated Hemoglobin A1c 
was not Associated with Long-

Term Clinical Outcomes of 
Diabetic Patients

一般演題（口演）

Sex Differences in the Risk of 
Coronary Artery Disease among 

Patients with Type 2 Diabetes

一般演題（ポスター）



7

結果、腎症悪化に独立して寄与す
る因子として、食後TG（OR 1.013，
p＝0.001）と、空腹時血糖の SD
（OR 1.036，p＝0.049）の 2項が抽
出された。これにより北岡氏は、食
後TGの是正と安定した空腹時血
糖の保持が腎症悪化予防に重要な
可能性があるとまとめた。

　糖尿病は合併症を介して死亡リ
スクを高めるものの糖尿病自体が
直接的死因となることは多くない
ため、死亡統計に糖尿病のインパ
クトが十分に反映されていない可
能性がある。厚生労働省大臣官房
統計情報部の中

なか

山
やま

佳
か

保
お

里
り

氏らは、
2012年の死亡診断書全件から「死
亡の原因」の欄に糖尿病と記され
ていたもの 1,000 件を無作為抽出
し、死因を詳細に検討し報告した。
　1,000 件のうち原死因として糖
尿病がⅠ欄に記載されていたもの
は237件、Ⅱ欄が 763件で、統計
的には糖尿病が直接的な死因とし
て反映されにくい実態がみられた。
　1,000 件の原死因の分布をみる
と血管疾患が37.9％を占め、全死
亡診断書（約125万件）に占める
その割合（16.5％）より高かった。
一方、悪性新生物は前者が10.7％、
後者は 28.7％で、死亡診断書に糖
尿病の記載がある場合、原死因と
しての悪性新生物の割合が低いこ
とがわかった。このことから、患
者が癌で死亡した場合、医師が基
礎疾患としての糖尿病を報告しな
い傾向があると考えられる。
　合併症については‘腎合併症’の
記載が多く 1,000 件中 47.4％を占
めた。次いで‘その他の合併症’が
12.5％で、その内訳は虚血性心疾
患と脳血管疾患が多くを占めた。

（取材・文　久保秀実）

　名古屋大学大学院医学系研究科
老年科学教室の伊

い

奈
な

孝
こう

一
いち

郎
ろう

氏、林
はやし

登
と

志
し

雄
お

氏らは、2004年に厚生労働
科学研究としてスタートした糖尿
病患者の心血管疾患危険因子を探
るコホート研究「JCDM」の 5.5 年
経過時点のデータを解析し報告し
た。対象は自立した2型糖尿病患
者 4,014 例で、虚血性心疾患や脳
血管疾患の既往のある者は除外さ
れている。対象を年齢で3群（非
高齢者、前期高齢者、後期高齢者）、
HbA1cで 2群（7.9％未満または
以上）に分け、血清脂質、血圧と
血管イベントとの関連を解析した。
　各因子で調整後もリスク上昇と
有意に関連する因子として、虚血
性心疾患については、HbA1c 7.9
％以上の後期高齢者における血糖
高値（OR 1.013，p＝0.01）が抽出
された。脳血管疾患については、
HbA1c 7.9％以上の後期高齢者に
おける TG（OR 1.010，p＝0.02）
と、非高齢者におけるHDL–C（OR 
0.930，p＝0.02）が関連する因子
だった。またHDL–Cは、HbA1c
で層別化せずに解析した場合にも、
虚血性心疾患、脳血管疾患双方の
有意な危険因子として同定された。
　これらより伊奈氏は「血糖管理
が不良な場合、動脈硬化疾患危険
因子が年齢とともに変化する可能

性がある」と述べた。

　武庫川女子大学栄養科学研究所
／京都光華女子大学健康科学部健
康栄養学科の北

きた

岡
おか

かおり氏らは、
血糖・血圧・脂質等、血管障害危険
因子について、特にそれらの変動
性に着目して腎症進行との関連を
検討。患者登録後、最初の12か月
間に空腹時と朝食2時間後の採血
を交互に行い、24か月以上（中央
値 6.3 年）追跡し得た外来 2型糖
尿病患者161例を解析対象とした。
腎症病期分類の進展、またはACR
の倍加を「腎症悪化」と定義したと
ころ、20例がこれに該当した。患者
背景については、悪化群の糖尿病
罹病期間が非悪化群よりやや長い
（12.2±1.9 vs 9.6±0.6年）以外、年
齢やBMI、男性の割合、追跡期間、
治療内容等に大きな差はなかった。
　血糖関連指標を両群で比較する
と、有意差があったのはHbA1c、
空腹時血糖、空腹時血糖のSDで、
HbA1cのSDや食後血糖、食後血糖
のSDの差は有意でなかった。脂質
関連指標で群間に有意差があった
のは、空腹時と食後のTG、および
それらのSDで、LDL–C、HDL–C
は有意差がなかった。腎症悪化と
相関がみられたこれらの因子と、
年齢、性、BMI、喫煙、罹病期間、血
圧等を共変量とした重回帰分析の

TGが著しく上昇していることが
確認された。梶原氏は、糖尿病患
者の脂質管理には性差を考慮する
必要があり、女性においてはスタ

チンでの十分な改善が困難で看過
されがちな高TG血症への積極的
介入ともに、禁煙のサポートも求
められると考察した。

SEASONAL POST
監修・企画協力：糖尿病治療研究会  企画・編集・発行：糖尿病ネットワーク編集部（創新社）
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2型糖尿病では空腹時血糖
の変動と食後ＴＧが腎症悪化

の予知因子である

一般演題（ポスター）
糖尿病に着目した
死亡診断書の分析

原死因の分布と虚血性心疾患・
脳血管障害の合併状況の調査

一般演題（ポスター）

【2015年5月21日～24日・下関（山口県）／北九州（福岡県）】
会長  ： 山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学分野教授 谷澤幸生氏

第58回日本糖尿病学会年次学術集会

糖尿病罹患者における脂質異
常症の心血管危険因子として

の寄与について
血糖コントロールを中心とした年齢別検討

一般演題（口演）


